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公募型プロポーザル方式による

宮崎市上下水道局料金センター等業務受託者募集要領

次のとおり公募型プロポーザル方式（以下「 プロポーザル」 という。） による選定を行うので、

参加を希望する場合は、 プロポーザル方式参加申込書に必要書類を添付の上、提出してくだ

さい。

１ 委託業務概要

(1)委託業務名

宮崎市上下水道局料金センター等業務委託

(2)業務遂行区域

業務遂行区域は、宮崎市給水区域の全域、天神地区及び持田地区とする。

(3)委託業務内容

① 検針業務

・局の指定する水道メーター（以下｢メーター｣という。）を検針し、使用水量を計量する

業務。

・検針後の再調査とこれに伴う調定作成・更正業務。

・下水道使用料算定に必要な申告書を収集する業務。

② 量水器（メーター）管理業務

・メーターの入出庫業務

・検定期間満了に伴う計量器の交換業務及び交換業務に伴う補修工事

・メーターのき損・紛失等の調査

・メーターの台帳管理

③ 収納業務

・水道料金及び下水道使用料（以下「上下水道料金」という。）を算定・調定し、収納を

管理する業務。

・下水道受益者負担金等（下水道事業受益者負担金、下水道事業分担金、給水負担

金、修繕料、手数料、その他局が発行した納付書により納付を要するものをいう。以

下同じ。）の収納を管理する業務。

・下水道事業受益者負担金、下水道事業分担金の納期前納付に伴う前納報奨金に関

する業務。

④ 滞納整理業務

・上下水道料金の滞納整理（給水停止業務を含む。）に関する業務。

・下水道受益者負担金等の滞納整理に関する業務。

⑤ 使用開始・中止及び受付等の業務

・給水装置の使用開始又は中止の届出、その他の使用者等からの各種届出を受付す

る業務。

・給水装置工事に伴う新規水栓作成・水栓廃止業務。（水栓とは、宮崎市上下水道局

料金関連業務を支援するコンピューターシステム「ＡＱＵＡＳＴＡＦＦ」（以下「料金シス

テム」という。）で管理する、料金計算に必要な台帳情報をいう。）
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・排水設備工事完了届に伴う新規水栓作成・下水道情報登録・修正業務。

⑥ 上下水道料金及び下水道受益者負担金等データ処理に関する業務等

・料金システムによる電子計算処理業務。

・宮崎市受益者負担金システムによるデータ処理業務。（賦課業務及び当初納付書発

送業務を除く。）

・上下水道料金及び下水道受益者負担金等の統計処理

⑦ コールセンター業務

・局の代表電話（0985‐24‐1212）を受電し、上下水道に関する問合せ等に対応する業

務や各課への交換業務。

⑧ 庁舎管理等業務

・局庁舎の管理を行う業務。

・局営業時間外の局施設等の異常の連絡等に対応する業務。

・その他受付業務。

⑨ その他付随する業務

・上記の各業務を処理又は一括して処理する上で付随するその他の業務。

(4)業務実施期間

業務実施期間は、平成29年4月1日から平成34年3月31日までとする。

(5)移行準備期間
契約締結日から業務開始日までの期間は移行準備期間とし、当該期間に係る経費等は

受託事業者の負担とする。

(6)本件受託業務に係る委託料の上限額

（平成29年4月1日から平成34年3月31日までの期間）

２，４９５，０９０千円（消費税及び地方消費税に相当する金額を除く。）。

（内訳）

年次別委託料の上限額

各年度４９９，０１８千円（消費税及び地方消費税に相当する金額を除く。）。

この金額は、契約(予定）金額を示すものではない。

(7)委託料の支払条件

前金払：無 部分払：有

(8)契約保証金

宮崎市財務規則第105条の規定による。

２ 参加資格条件
プロポーザルに参加できる者は、次の各号に掲げる条件をすべて満たすものとします。

（1）地方自治法施行令第167条の4の規定に該当しないこと。

（2） 会社更生法に基づく更生手続開始の申立て及び民事再生法に基づく再生手続開始
の申立てがなされていないこと。

（3） 本件にかかる公告日から契約締結までの間に、入札参加資格停止等の措置を受けて
いないこと。
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（4） 法人税、申告所得税、消費税及び地方消費税並びに参加事業者の本店所在地の市
町村税及び宮崎市内に支店営業所等がある場合には宮崎市税に滞納がない者である
こと。

（5） 水道法（昭和32年法律第177号）第3条第5項に規定する水道事業者で給水人口30万
人以上の水道事業者（以下「水道事業者」という。）から、1-｢3｣委託業務内容①から⑦の
業務のうち4以上の業務を平成23年4月1日から継続して2年以上の期間にわたって受託
し完了した実績（その履行期間が複数年度にわたり、申請書等の提出日現在、これを履
行中である場合にあっては、遅くとも平成26年4月1日からこれを履行している実績）を有
し、かつ本業務委託の目的達成に必要な従事者を配置できる者であること。

（6） 個人情報漏えい、滅失、き損又は改ざんの防止、その他個人情報の適正な保護及び
管理のために個人情報保護関連の認証を取得している者であること。

３ 実施方法

（1） 選定委員会の設置

プロポーザルにおける審査及び優先交渉権者を選定するため、宮崎市上下水道

局料金センター等業務受託者選定委員会（以下「選定委員会」 という。） を設置し審

査します。

選定委員会は、プロポーザルへの応募資格を有すると認められた事業者（以下「参

加事業者」という。）を対象にプレゼンテーションの聴き取りを実施するとともに、参加

事業者から提出された業務提案書・参考見積書（以下「業務提案書等」という。）を「公

募型プロポーザル方式による宮崎市上下水道局料金センター等業務委託契約優先

交渉権者選定基準」（以下「評価基準」 という。）に従って評価し、最高得点者を優先

交渉権者として選定します。

（2） 実施日程

プロポーザルによる優先交渉権者の選定は、以下の日程により実施します。

内 容 日 付

1 参加募集の公告 平成28年6月13日(月）

2 参加申込書等の提出期限 平成28年6月24日（金）

3 参加資格の審査 平成28年6月27日（月）

4 参加資格審査結果通知 平成28年7月 1日（金）

平成28年7月11日（月）
5 業務提案書等の作成に必要な資料閲覧期間 ～平成28年7月15日（金）

平成28年7月19日(火）
6 業務提案書等作成に係る質問書提出期間 ～平成28年7月29日（金）

7 質問に対する回答 平成28年8月 5日（金）

平成28年8月15日（月）
8 業務提案書等の提出期間 ～平成28年8月26日（金）

9 業務提案書に係るプレゼンテーション及びヒアリング 平成28年9月中旬～下旬

10 選定委員会による審査、優先交渉権者の選定 平成28年10月上旬

平成28年10月末日までに
11 優先交渉権者決定及び選定結果の通知

結果を通知します
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４ 参加申込書等の配布・受付・通知及び辞退

(1) 参加申込書の配布は次のとおりとします。

ホームページからダウンロード www.suidou-miyazaki. jp

(2) 参加申込みを希望する事業者（以下「参加申込事業者」という。）は、プロポーザル方
式参加申込書（様式第1号）及び必要書類（以下「参加申込書等」という。）を、提出期限
までに宮崎市上下水道局管理部料金課管理検針係まで提出してください。なお、参加
申込事業者の資格を審査した上で、その結果をプロポーザル方式参加要請書（様式第2
号）又は、プロポーザル方式参加資格審査結果通知書（様式第3号）で通知します。

（3）提出書類

1 参加申込書確認表

2 受付票

3 プロポーザル方式参加申込書（様式第１号）

4 会社概要関係調書（様式第１号－①）

5 4を補足する会社のパンフレット等

6 印鑑証明書（会社）（写し可。提出日の３ヵ月以内のもの）

7 直近2ヵ年の各営業年度別契約金額一覧表（様式第１号－②）

8 営業に関し、法令上必要な許可、登録等を受けていることを証する書面

9 定款又は寄附行為

10 商業登記簿謄本（写し可。提出日の３ヵ月以内のもの）

11 業務受託実績表（様式第１号－③）

業務受託実績を証する契約書の写し又は実績を証明する書類
12 財務書類

直近2ヵ年分の貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び注記表等

13 納税証明書（法人及び代表者のもの。写し可。）

ⅰ 所轄税務署発行の納税証明書（未納の税額のない証明、提出日の3ヵ月以内のもの）

法 人：法人税、消費税及び地方消費税（書式その３の３）

代表者：申告所得税、消費税及び地方消費税（書式その３の２）

ⅱ 宮崎市税が課税されている場合は、滞納無証明書

「税証明交付申請書」にて、市民課又は各総合支所市民福祉課へ請求すること。

ⅲ 本店所在地が宮崎市では無い場合は、本店所在地発行の市税完納証明書（下記の

税について滞納していないことの証明、提出日の3ヵ月以内のもの）

法 人：固定資産税、市県民税（特別徴収分）、軽自動車税、法人市民税、事業所税

代表者：固定資産税、市県民税、軽自動車税、国民健康保険税

14 ISO9000ｼﾘｰｽﾞ･ISO14001･みやざきｴｺｱｸｼｮﾝ等の認証を取得している場合は、認定書

等の写し

15 「障害者の雇用の促進等に関する法律」に規定する法定雇用率を達成している場合は、

直近の障がい者雇用状況報告書の写し、又は同法による雇用状況報告義務のない事業

主で障がい者雇用率制度の対象となる労働者を常時雇用している場合は、任意様式によ

る障がい者の雇用状況を説明する書類

16 労働保険概算・確定保険料申請書の写し

17 個人情報保護に関し、第三者機関より受けている認証等の写し、又は資格を有する職員
の資格証等の写し
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18 委任状（支店長等に常に入札・契約を内部委任する場合のみ提出）

※注意点①提出前に必ず「参加申込書確認表」によりチェックしてください。

②提出書類に不備がある場合は、受付できないことがあります。

③提出書類は、宮崎市情報公開条例等の法令に基づき、公開する場合があ

ります。

④提出書類は、返還しません。

（4） 提出書類の作成形態

①ファイルに綴じないもの

（3）提出書類１、２

②ファイル（紙製A4判）に綴じるもの

（3）提出書類３から18を番号順に綴じてください。

③ファイルの表紙と背表紙に商号又は名称と「宮崎市上下水道局料金センター等業務受

託者選定参加申込書」と記入してください。

（5） 提出期間

参加申込書等の提出期間は、平成28年6月14日（火）から6月24日（金）の午前8時
30分から午後5時までとします。（ただし、土日を除きます。）

（６） 提出先

宮崎市上下水道局管理部料金課管理検針係

（7） 提出方法

提出方法は、参加申込事業者による持参を原則とします。持参以外の方法で提出
する場合は、提出する旨を必ず事前に宮崎市上下水道局管理部料金課管理検針係
に電話（0985-26-75１8）で連絡してください。（電子媒体、ファクシミリでの提出は認め
ません。）

（8） 辞退

参加申込事業者はプロポーザル方式参加辞退届（様式第11号）の提出により、業
務提案書を提出するまでの期間はプロポーザルへの参加を辞退することができます。

５ 資格審査及び審査結果通知
(1) 選定委員会において、参加申込事業者から提出された参加申込書等に基づき、参加

申込事業者のプロポーザルへの参加資格を審査します。

(2) 審査の結果、プロポーザルへの参加資格を有すると認められた参加申込事業者に対

し宮崎市上下水道事業管理者(以下「管理者」という。) は資料の閲覧日時及びこれに

対する質問受付期間を記載したプロポーザル方式参加要請書(様式第 2 号)により、プ

ロポーザルへの参加を要請します。

(3) 審査の結果、参加申込事業者がプロポーザルへの参加資格を有しないと認められる
場合は、管理者はプロポーザル方式参加資格審査結果通知書（様式第3号）により、プ
ロポーザルへの参加を認めない旨を通知します。



6

６ 資料の閲覧

資格審査の結果、プロポーザルへの参加要請を行った事業者（以下「参加事業者」とい
う。） に対し、日時を指定し、業務提案書の作成に必要な資料の閲覧を実施します。なお指
定日時以外の資料閲覧は認めないものとし、当日参加しなかった場合は、資料閲覧の必要が
ないものとみなします。

(1) 実施日時

プロポーザル方式参加要請書に記載した日時

(2) 参加人数

各参加事業者3名以内

7 業務提案書の提出

参加事業者は、以下の各号に従いプロポーザル方式に係る業務提案書・参考見積書（以
下「業務提案書等」という。）を作成の上、提出期限までに提出してください。

（1） 提出期間

業務提案書等の提出期間は、平成28年8月15日（月）から8月26日（金）の午前8時
30分から午後5時までとします。

（2） 提出場所

宮崎市上下水道局管理部料金課管理検針係

（3） 提出方法
提出方法は、参加事業者による持参を原則とします。持参以外の方法で提出する

場合は、提出する旨を必ず事前に宮崎市上下水道局管理部料金課管理検針係に電

話（0985-26-75１8）で連絡してください。（電子媒体、ファクシミリでの提出は認めませ

ん。）

（4） 提出部数

①業務提案書 20部（原本１部写し19部）

②参考見積書 1部

③プレゼンテーション及びヒアリング出席者報告書（様式第6号） 1部

（5） 業務提案書の内容

業務提案書の記載内容については、以下の章立てに沿い、作成してください。
また、別に定める評価基準の「３ 評価のポイント」にも留意して作成してください。

①会社概要及び財務状況

会社概要について、設立年月日、資本金、事業内容、社員数、組織図、取得認
証等を記載すること。

財務状況について、直近 2ヵ年の各会計年度における貸借対照表及び損益計

算書等を添付すること。

②業務実施計画及び業務遂行体制

業務実施計画については、「宮崎市上下水道局料金センター等業務委託仕様

書」 に定める受託業務についての年間執行計画・体制はもとより移行準備期間の移
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行体制を含む移行計画も記載すること。

業務遂行体制については、「宮崎市上下水道局料金センター等業務委託仕様

書」 に定める業務統括責任者及び業務責任者の資格・ 経験等について記載する

とともに、業務毎の人員及び業務内容を明記すること。

公営企業の業務受託者として、法令遵守等の管理体制について記載すること。

料金センター設置について市民や使用者等への周知方法等、具体的な方策を記

載すること。

局外に業務スペースを設置する場合の業務内容及び人員配置、 駐車場等の計

画について、準備段階から具体的に記載すること。

③検針業務に対する考え方

検針を適正かつ確実に実施するための管理体制について、具体的に記載するこ

と。

④量水器（メーター）管理業務に対する考え方
メーターの入出庫業務及び検定有効期間満了に伴う計量器の交換業務につい

て、交換前のお客様への周知、交換後のデータ処理体制について、具体的に記載

すること。

⑤収納業務に対する考え方

現金の収受及び管理方法について、具体的に記載すること。

現金管理の流れが分かる業務フロー図等を提出すること。
目標収納率は、どの位を考えているのか。また目標収納率を達成するための手段、

方法等について、具体的に記載すること。

各営業所での窓口収納体制について、具体的に記載すること。

⑥滞納整理（給水停止を含む）業務に対する考え方

滞納整理（給水停止を含む）業務について、無届け転居や転出した場合の対応

を含めて具体的に記載すること。
色紙や色付封筒を使用した催告方法についての提案を記載すること。

⑦使用開始・中止及び受付等の業務に対する考え方
電話受付や料金受理等の業務及び開閉栓業務（中止精算を含む）について、繁

忙期における人員体制を含め具体的に記載すること。

⑧上下水道料金データ処理に関する業務に対する考え方

システム（電算）に関する体制について、適確なスケジュール管理実施のための

方策や習熟した人材の配置体制を、具体的に記載すること。

⑨コールセンター業務に関する考え方

「上下水道事業の総合的な窓口」として、ワンストップサービス実現のための方策
を記載すること。

繁忙期の人員配置などサービスの低下を招かない方策について記載すること。

⑩庁舎管理等業務に関する考え方

庁舎管理・局営業時間外の局施設等の異常の連絡等の受付及び初期対応につ
いて人員配置など具体的に記載すること

⑪その他付随する業務に対する考え方

・窓口及び電話対応における接遇並びに検針及び催告等における使用者宅への
訪問について、具体的にトラブル回避のためのマニュアル等を提出すること。

・業務に関する情報を業務従事者間で共有後、連携及び協力していくための工夫
など具体的に記載すること。

・移行準備期間中の業務引継ぎ計画について、記載すること。

・広報誌配布についての具体的な実施体制について、記載すること。

・災害及び事故等に伴う断水広報活動補助への局から緊急の要請、住民説明会で
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の説明への要請があった場合の出動勤務体制を、記載すること。

・業務中の不測の事故等に対応するため加入する保険内容を記載すること。

・その他の業務として提案があれば記載すること。

⑫業務従事者への教育指導及び研修体制に対する考え方

・研修体制・計画について、具体的に記載すること。

・業務従事者への教育指導方針及び研修内容を記載すること。

⑬個人情報保護に対する考え方
・委託業務を運営する上での個人情報の管理体制について、具体的に記載するこ

と。

⑭防災、災害及び緊急時等危機管理に対する考え方

公共事業の一翼を担う者として危機管理全般についての考え方を、具体的に記
載すること。

⑮雇用計画における地域精通度
・雇用について、具体的な方針・計画（人数・条件等）を記載すること。

・検定有効期間満了に伴う計量器の交換業務を、地元業者に再委託する場合の具

体的な方針、計画を記載すること。

⑯その他の業務提案

料金センター業務の効率化、 市民サービスの向上の実現に直結する企画・ 提

案を記載すること。

（6）業務提案書等の作成形態

① 業務提案書（原本）には業務提案書（様式第4号）を使用し、事業者名、提出日付、
を記入し会社印を押印してください。また、業務提案書（写し）には業務提案書（様式
第５号）を使用し、選定委員会が指定する受付記号番号、業務提案書ごとの通し番
号（２/20～20/20）を記入してください。

② 業務提案書で使用する文字の大きさは、10.5ポイント以上とし字数は自由とします。
ただし、フロー図及び図表等に使用する際は、この限りではありません。

③ 業務提案書の作成にあたっては、日本語を使用し、日本工業規格A4判縦置き横
書き左綴じとし、A4判片面を１頁としてください。A3判片面を使用するときには、折綴
じとしてください。

④ 綴じるときにはA4判縦ファイルを使用し、ファイルの表紙と背表紙に「受付記号番
号」及び「宮崎市上下水道局料金センター等業務提案書」と記入してください。

⑤ ファイルに綴じる順番は、次のとおりとしてください。

ア 業務提案書（様式第４号又は第５号）

イ 目次（章ごとに、頁番号を記入してください。）

ウ （5） 業務提案書の内容①～⑯までを記載した書類（任意様式とするが章が変わ
る毎に、必ず別頁とし、章名を記入したインデックスを最初の頁に貼付してくださ
い。）

エ 添付資料

・自己資本額、経営比率計算書（添付様式第１号）

・財務書類

直近2ヵ年の貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び注記表等

・職員配置実績表（添付様式第２号）

・職員配置予定調書（添付様式第３号）

・正職員異動状況表（添付様式第４号）

⑥ 業務提案書の内容には参加事業者名（会社名及び会社が推測されるような記載を
含む）及び参考見積金額は記載しないでください。
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⑦ 参考見積書（添付様式第5号）には各年度の積算内訳書を添付し、業務提案書と
は別に厳重に封緘封印し、1部提出してください。

⑧ 参考見積金額は、本件委託業務全体の5年間に要する費用を積算し、別に定める
参考見積書に明記して提出してください。また参考見積金額は5年間の総額（消費
税及び地方消費税抜き）で記入してください。

⑨ 参考見積書に添付する積算内訳書には、そのもととなる単価、工数（人・日）、その
他必要な経費の区分がわかるように記載してください。

⑩ 局が配布した資料は、要返却とします。返却先は、業務提案書の提出先に準ずるこ
ととします。

⑪ 業務提案書等の作成に要する費用は参加事業者の負担とします。

⑫ 業務提案書等の著作権はそれぞれの製作者に帰属しますが、プロポーザルの実
施上必要な場合は、無断、無償で複製を作成する場合があります。

⑬ 業務提案書等の提出期限以降の書類の追加及び再提出は認めません。

⑭ 業務提案書等の提出された書類は、返却しないものとします。

⑮ 業務提案書等の提出された書類は、宮崎市情報公開条例等の法令に基づき、公
開する場合があります。

8 業務提案書の作成に係る質問の受付

（1） 業務提案書作成に係る質問がある場合は、 業務提案に関する質問書（様式第7号）
により質問内容を電子メールにて提出してください。

メールアドレス 90ryokin@city.miyazaki.miyazaki.jp

メール件名 料金センター等業務に関する質問について（参加事業者名）

（2） 提出期間は平成28年7月19日（火）から7月29日（金）午後5時までとします。

（3） 質問に対する回答については、電話及び口頭による個別の対応は行わないものとしま
す。なお、すべての参加事業者に対し、すべての質問に対する回答を電子メールによ
り行います。回答日は平成28年8月5日（金）とします。

9 プレゼンテーション及びヒアリングの実施

業務提案書等が提出された後、参加事業者ごとにプレゼンテーションを実施していただき、ヒ
アリングを行います。

（1） 日時及び場所

プレゼンテーション参加要請書（様式第8号）により通知します。

（２） 実施方法

自由形式とします。希望する参加事業者は、電子機器を用いて行うことができます。

プレゼンテーションで使用する機器や映写資料から参加事業者名が判明するものは

除いてください。

プレゼンテーションで使用する機器のうち、スクリーン及びプロジェクタ以外は、 参

加事業者において用意してください。（スクリーンとプロジェクタは宮崎市上下水道局

で準備します。）

（３） 業務提案書等提出時に添付していない資料等を新たに提出することはできません。

（４） 出席人数は、業務提案書等の内容を熟知している3名までとします。出席者の役職、
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氏名を業務提案書提出時にプレゼンテーション及びヒアリング出席者報告書（様式第6
号）にて届け出てください。

10 プロポーザルの評価及び選定

（1） 選定委員会は、評価基準に基づき、それぞれの参加事業者の業務提案書等、プレゼ
ンテーション及びヒアリングの各項目につき評価を行い、評価基準総合点が最も高い者
を優先交渉権者として選定します。

（2） 評価基準総合点は、項目ごとに選定委員会委員の評価点数の平均点（小数点以下第
１位未満の端数がある場合は、その端数を四捨五入する。）を算出し、それを合計したも
のとします。

11 選定結果の通知

（1） 優先交渉権者に選定された事業者には、 プロポーザル方式選定結果通知書（様式第
9号）を送付します。

（2） 優先交渉権者に選定されなかった事業者には、 プロポーザル方式非選定結果通知
書（様式第10号）を送付します。

（3） 優先交渉権者に選定されなかった事業者は、結果通知到着から 10日以内に限り、非
選定結果について書面により自社の評価基準総合点及び順位に限り開示を求めること
ができるものとします。提出方法は持参、郵送、ファクシミリのみ受付します。（様式は問
いません。）

この場合、書面にて回答するものとし、審査内容及び他の事業者に関する回答は行
わないものとします。

12 委託契約

(１) 管理者は、優先交渉権者と契約金額等の契約条件について協議の上、業務委託契

約を締結します。

(２) 業務委託契約の条件等については、業務提案書等の内容を基本として、管理者と

優先交渉権者との協議により定めるものとします。

(３) 優先交渉権者は、円滑に受託業務を行うことができるよう、自らの責任において

準備を行い、準備に必要な経費を負担するものとします。

13 企画・提案に瑕疵がある場合

プロポーザルにおいて、参加事業者の参加申込書等及び業務提案書等に虚偽の記載又
は過失による誤り(以下｢瑕疵｣という。) があることが判明した場合、又は業務提案書等を提出
期限内に提出しなかった場合は、その内容を選定委員会が審査し、その取扱いについて決
定します。当該事業者に、その瑕疵についてのヒアリングを行う場合もあります。 その瑕疵が、
重大又は悪質であり、プロポーザルの公正性及び公平性を著しく損なうと認められる場合には、
既に決定した事項を取り消します。

14 失格要件

参加事業者が業務委託契約締結前に第２項の参加資格を欠くこととなった場合は、審査結
果等にかかわらず既に決定した事項を取り消し、失格とします。
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15 次順位の繰上げ

管理者は、優先交渉権者に委託契約を履行できない事由が生じた場合は、プロポーザル
において次順位以下となった参加事業者のうち、評価基準総合点が上位であったものから順
に当該業務委託の交渉を行うことができるものとします。

16 各関係法令等の遵守等

（1） 参加事業者は、 プロポーザルへの参加により、 本募集要領を遵守することを誓約し
たものとみなします。

（2） 参加事業者が各関係法令等に違反した場合は、 第13項に準じて取り扱うこととしま
す。

17 問合せ先

プロポーザルの手続等に係る事務局及び各書類提出先

(1) 事務局及び書類提出先

〒880-8507

宮崎県宮崎市鶴島３丁目２５２番地

宮崎市上下水道局管理部料金課管理検針係

(2) 電話 ０９８５−２６−７５１８

(3) ＦＡＸ ０９８５−３２−５３３４

(4) メールアドレス 90ryokin@city.miyazaki.miyazaki.jp


